
法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

管理者

月 火 水 木 金 土 日 祝日

○ ○ × ○ ○ × ○ ×

受付時間
9:00～
12:00

その他休日

往診 訪問診療 （有の場合…○）

職種名

医師

看護師

居宅療養管理指導

『浅野外科内科』

事業所情報

〒485-0829 小牧市小牧原一丁目４０５番地

（０５６８）７２－１２４１ FAX番号 （０５６８）７３－０２６８

http://www.asanogekanaika.com/

浅　野　　善　博

同法人で行っている他の介護保険適用サービス 訪問リハビリテーション

事業所内容

営業日

9:00～12:00 9:00～12:00

サービス
提供時間

13:00～16:00 13:00～16:00

緊急時対応の有無 有

認知症の受診相談の有無 有 （営業日…○、休業日…×）

常勤 非常勤

在宅医療の有無

 １　　名       ０　　名

 　　１　　名        　０　　名

受付　窓口 苦情　窓口

　受診して下さい

居宅療養管理指導の利用に際しての注意事項

羽田　俊美 0568-72-1241 羽田　俊美 0568-72-1241

利　用　受　付 苦　情　受　付

担　当　者 電話番号 担　当　者 電話番号
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

管理者

月 火 水 木 金 土 日 祝日

○ ○ × ○ ○ ○

受付時間
9:00～
12:00

その他休日

往診 訪問診療 （有の場合…○）

職種名

医師

看護師

居宅療養管理指導

『 　新井内科クリニック　』

事業所情報
新井内科クリニック

〒485-0811 小牧市光ケ丘一丁目３１番地２

（０５６８）７８－００５１

http://www.arai-naika.com/

apple-pie-arai@outlook.com

新　井　　　茂

同法人で行っている他の介護保険適用サービス

（０５６８）７８－００５０ FAX番号

事業所内容

営業日

盆休み　　年末年始休み

9:00～12:00
17:00～19:00

9:00～12:00

9:00～12:00
17:00～19:00

サービス
提供時間

9:00～12:00

17:00～19:00

緊急時対応の有無 無

常勤 非常勤

17:00～19:00

認知症の受診相談の有無 有 （営業日…○、休業日…×）

在宅医療の有無

電話番号担　当　者 電話番号

   １　　名    ３　　名

 １　　名        　３　　名

居宅療養管理指導の利用に際しての注意事項

新井　茂 0568-78-0050 新井　知加子 0568-78-0050

受付　窓口 苦情　窓口
利　用　受　付 苦　情　受　付

担　当　者
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

管理者

月 火 水 木 金 土 日 祝日

○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

受付時間
8:30～
12:00

8:00～12:00
16:00～19:30

8:00～11:30
16:00～19:00

8:00～
11:30

9:00～
11:30

9:00～
11:30

16:30～
19:30

16:30～
19:00

その他休日

往診 訪問診療 （有の場合…○）

職種名

医師

居宅療養管理指導

『 　医療法人梅田アンドアソシエイツ　岩崎スマイルクリニック　』

事業所情報
医療法人梅田アンドアソシエイツ　岩崎スマイルクリニック

〒485-0011 小牧市岩崎一丁目９３番地

FAX番号 （０５６８）７１－００５１

http://www.smlc.or.jp/iwasaki-top/index.html

iwasaki-smile@ma.ccnw.ne.jp

黒岩　厚夫

同法人で行っている他の介護保険適用サービス 訪問看護

（０５６８）７１－１２００

事業所内容

営業日

サービス
提供時間

認知症の受診相談の有無 有 （営業日…○、休業日…×）

ゴールデンウィーク、年末年始の一部

8:00～12:00
16:00～19:30

9:00～12:00

16:30～19:30

常勤 非常勤

  ２　　名      ０　　名

在宅医療の有無

0568-71-1200

受付　窓口 苦情　窓口
利　用　受　付 苦　情　受　付

担　当　者 電話番号

9:00～12:00

0568-71-1200

居宅療養管理指導の利用に際しての注意事項

　特記なし

担　当　者 電話番号

緊急時対応の有無 無
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

管理者

月 火 水 木 金 土 日 祝日

○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

受付時間
8:30～
12:00

その他休日

往診 訪問診療 （有の場合…○）

職種名

医師

看護師

居宅療養管理指導

『 　落合医院　』

事業所情報
医療法人　勲昇会

〒485-0822 小牧市大字上末４１４番地

（０５６８）７９－２６００ FAX番号 （０５６８）７９－７６８７

i-ochiai@fuga.ocn.ne.jp

落　合　　　勲

同法人で行っている他の介護保険適用サービス 訪問看護、通所介護、居宅介護支援事業

事業所内容

営業日

8:30～12:00
17:00～20:00

13:00～16:30
サービス
提供時間

       　　　３　　名

　無し

緊急時対応の有無 無

認知症の受診相談の有無 有 （営業日…○、休業日…×）

在宅医療の有無

居宅療養管理指導の利用に際しての注意事項

　無し

受付　窓口 苦情　窓口

常勤 非常勤

 １　　名       １　　名

 　　　　３　　名

園畑　美代子 0568-79-2600 落合　勲 0568-79-2600

利　用　受　付 苦　情　受　付

担　当　者 電話番号担　当　者 電話番号
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

管理者

月 火 水 木 金 土 日 祝日

○ ○ ○ ○ ○

受付時間

その他休日

往診 訪問診療 （有の場合…○）

職種名

医師

看護師

在宅医療の有無

サービス
提供時間

（営業日…○、休業日…×）

緊急時対応の有無 無

認知症の受診相談の有無 無

訪問看護

居宅療養管理指導

『 　加藤内科こどもクリニック　』

事業所情報

〒485-0815 小牧市篠岡一丁目４６番地２

       　　　１　　名

（０５６８）７９－７７２２ FAX番号 （０５６８）７９－７７０３

事業所内容

営業日

加　藤　　敦

同法人で行っている他の介護保険適用サービス

居宅療養管理指導の利用に際しての注意事項

受付　窓口 苦情　窓口

常勤 非常勤

  １　　名      １　　名

 　　２　　名

加藤　　敦 0568-79-7722 加藤　　敦 0568-79-7722

利　用　受　付 利　用　受　付

担　当　者 電話番号担　当　者 電話番号
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

管理者

月 火 水 木 金 土 日 祝日

○ ○ × ○ ○ ○ × ×

受付時間
9:00～
12:00

その他休日

往診 訪問診療 （有の場合…○）

職種名

医師

看護師

居宅療養管理指導

『 　北里クリニック　』

事業所情報
医療法人　喜光会　北里クリニック

〒485-0057 小牧市小木西三丁目５３番地

kitakuri@tenor.ocn.ne.jp

船　橋　　益  夫

同法人で行っている他の介護保険適用サービス 訪問看護、訪問リハビリ

（０５６８）７２－１９１１

事業所内容

FAX番号 （０５６８）７５－７３８１

http://www.kitakuri.jp

営業日

サービス
提供時間

認知症の受診相談の有無 有

9:00～12:30 9:00～12:30

随時 随時

常勤 非常勤

  ２　　名      １　　名

（営業日…○、休業日…×）

緊急時対応の有無 有：医院へ連絡

在宅医療の有無

 　　３　　名        　４　　名

受付　窓口 苦情　窓口

　電話でのお問い合わせ後、距離・時間帯等を考慮し、判断します。

居宅療養管理指導の利用に際しての注意事項

事務　内藤 0568-72-1911 事務　内藤 0568-72-1911

利　用　受　付 苦　情　受　付

担　当　者 電話番号 担　当　者 電話番号
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

管理者

月 火 水 木 金 土 日 祝日

○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

受付時間

その他休日

往診 訪問診療 （有の場合…○）

職種名

医師

在宅医療の有無

居宅療養管理指導

『 　医療法人みやび会　後藤内科クリニック　』

事業所情報
医療法人みやび会　後藤内科クリニック

〒485-0029 小牧市中央五丁目７５番地

FAX番号 （０５６８）７２－２２７１

後　藤　　雅　子

同法人で行っている他の介護保険適用サービス

（０５６８）７２－２２７１

事業所内容

  ０   　　名

（営業日…○、休業日…×）

緊急時対応の有無 無

営業日

8:30～12:00

サービス
提供時間 13:30～14:30

いずれか

担　当　者 電話番号

居宅療養管理指導の利用に際しての注意事項

　しばらくの間、往診は中止しています。

認知症の受診相談の有無 無

常勤 非常勤

  １　　名

横田 0568-72-2271 林 0568-72-2271

受付　窓口 苦情　窓口
利　用　受　付 利　用　受　付

担　当　者 電話番号
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

管理者

月 火 水 木 金 土 日 祝日

○ ○ ○ ○ ○ ○

受付時間
8:30～
12:00

8:30～12:00
15:30～19:00

8:30～
12:00

×
16:00～
19:00

×

その他休日

往診 訪問診療 （有の場合…○）

職種名

医師

看護師

在宅医療の有無

有

居宅療養管理指導

『 　坂本ファミリークリニック　』

事業所情報
坂本ファミリークリニック

〒485-0029 小牧市中央二丁目６９番地

（０５６８）７７－８９５７ FAX番号 （０５６８）７１－６７０３

http://sakamoto-family.jp

tomoyuki@mth.biglobe.ne.jp

坂本　知行

8:30～12:00
15:30～19:00

同法人で行っている他の介護保険適用サービス

事業所内容

営業日

       　１　　名

サービス
提供時間

正月・お盆

認知症の受診相談の有無 有 （営業日…○、休業日…×）

9:00～12:00

16:00～19:00

緊急時対応の有無

居宅療養管理指導の利用に際しての注意事項

　受診患者のみ

受付　窓口 苦情　窓口

常勤 非常勤

  ２　　名 　  ０  　名

 　　　　２　　名

利　用　受　付 利　用　受　付

担　当　者 電話番号 担　当　者 電話番号
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

管理者

月 火 水 木 金 土 日 祝日

○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

受付時間
8:30～
12:30
9:00～
12:00
第1・3
週のみ

その他休日

往診 訪問診療 （有の場合…○）

職種名

医師

看護師

理学療法士

作業療法士

管理栄養士

8:30～17:30
（月曜は第1・3週のみ）

9:00～17:00
（月曜は第1・3週のみ）

在宅医療の有無

サービス
提供時間

認知症の受診相談の有無 有 （営業日…○、休業日…×）

　12月30日～1月3日

居宅療養管理指導

『 　サンエイクリニック　』

事業所情報
医療法人　胡蝶会

〒485-0041 小牧市小牧三丁目５６０番地　ルミナスツインズ小牧北館１F

（０５６８）７４－２３１５ FAX番号 （０５６８）７４－２３１６

事業所内容

営業日

http://www.kochokai.jp/

clinic@kochokai.jp

浅　井　　真　嗣

同法人で行っている他の介護保険適用サービス 訪問看護

電話番号

緊急時対応の有無

常勤 非常勤

有

１　　名    　３　　名

   　　６　　名

担　当　者

利　用　受　付

居宅療養管理指導の利用に際しての注意事項

 ０　　名        ０　　名

苦　情　受　付

 ０　　名        ０　　名

 ０　　名        １　　名

0568-74-2315

担　当　者電話番号

 　　２　　名

横井　栄里 0568-74-2315 横井　栄里

　受診　予約制

受付　窓口 苦情　窓口
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

管理者

月 火 水 木 金 土 日 祝日

○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

受付時間
9:00～
12:00

月～水
に同じ

9:00～12:00
13:00～15:00

17:30～
20:00

13:00～
15:00

その他休日

往診 訪問診療 （有の場合…○）

職種名

医師

看護師

居宅療養管理指導

『 　医療法人双寿会　塚原外科・内科　』

事業所情報
医療法人　双寿会

〒485-0029 小牧市中央二丁目１８５番地

塚　原　　憲　児

同法人で行っている他の介護保険適用サービス 老健・通所リハ・居宅介護支援・ショートステイ

（０５６８）７７－３１７５ FAX番号

事業所内容

（０５６８）７６－８１７３

www.soujukai.or.jp

clinic01@soujukai.or.jp

営業日

9:00～12:00
17:30～20:00

サービス
提供時間

17:30～20:00

9:00～12:00

　夏季・年末年始

認知症の受診相談の有無 有 （営業日…○、休業日…×）

常勤 非常勤

緊急時対応の有無 有

在宅医療の有無

担　当　者 電話番号

　 ２　　名   　０　　名

 　　　５　　名 　 １０　　名

居宅療養管理指導の利用に際しての注意事項

　往診、訪問は事前に連絡いただければ対応いたします。

塚原　憲児 0568-77-3175 塚原　憲児 0568-77-3175

受付　窓口 苦情　窓口
利　用　受　付 利　用　受　付

担　当　者 電話番号
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

管理者

月 火 水 木 金 土 日 祝日

○ ○ ○ ○ ○ × × ×

受付時間

9:00～
12:00

9:00～
12:00

その他休日

往診 訪問診療 （有の場合…○）

職種名

医師

看護師

〒485-0826 小牧市大字東田中８２７番地

（０５６８）７６－２７１９ FAX番号 （０５６８）７６－２７１９

居宅療養管理指導

『 　菱田医院　』

事業所情報

cci25540@nyc.odn.ne.jp

菱　田　　直　基

同法人で行っている他の介護保険適用サービス

事業所内容

営業日

9:00～12:00
17:00～19:30

サービス
提供時間

14:00～16:00

認知症の受診相談の有無 無 （営業日…○、休業日…×）

常勤 非常勤

緊急時対応の有無

在宅医療の有無

担　当　者 電話番号

  　　１　　名      ０　　名

 　　　　　　０　　名       　　　　０　　名

居宅療養管理指導の利用に際しての注意事項

菱田　直基 0568-76-2719 菱田　直基 0568-76-2719

受付　窓口 苦情　窓口
利　用　受　付 利　用　受　付

担　当　者 電話番号
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

管理者

月 火 水 木 金 土 日 祝日

○ ○ ○ ○ ○ ○

受付時間
8:30～
12:00

8:30～
19:00

8:30～
12:00

9:00～
12:00

9:00～
12:00

その他休日

往診 訪問診療 （有の場合…○）

職種名

医師

看護師

認知症の受診相談の有無 有

9:00～19:00

居宅療養管理指導

『 　森クリニック　』

事業所情報
医療法人　信楽会　森クリニック

〒485-0016 小牧市大字間々原新田字今池５１番地

（０５６８）７１－７７１１ FAX番号 （０５６８）７１－７７５５

森　　　雅　典

同法人で行っている他の介護保険適用サービス 訪問看護

事業所内容

営業日

8:30～19:00

サービス
提供時間

（営業日…○、休業日…×）

9:00～
19:00

電話番号

  １　　名   ０　　名

  ２　　名    ２　　名

在宅医療の有無

緊急時対応の有無 有

常勤 非常勤

0568-71-7711

受付　窓口 苦情　窓口

居宅療養管理指導の利用に際しての注意事項

　受診（連絡）を

森　雅典 0568-71-7711

利　用　受　付 苦　情　受　付

担　当　者 電話番号 担　当　者

西村　和代
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

管理者

月 火 水 木 金 土 日 祝日

○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

受付時間
8:30～
12:00

8:30～
12:00

その他休日

往診 訪問診療 （有の場合…○）

職種名

看護師

有 （営業日…○、休業日…×）

サービス
提供時間

16:30～19:30 16:30～19:30

居宅療養管理指導

『 　やまもとクリニック　』

事業所情報
医療法人やまもとクリニック

〒485-0011 小牧市大字岩崎字郷戸西１９００番地１

（０５６８）７７－１３３３ FAX番号 （０５６８）７７－１３３５

山　本　　哲　也

     　　４　　名

在宅医療の有無

同法人で行っている他の介護保険適用サービス

事業所内容

営業日

8:30～12:00
16:00～19:30

8:30～12:00
16:00～19:30

9:00～12:00

認知症の受診相談の有無

担　当　者 電話番号

居宅療養管理指導の利用に際しての注意事項

緊急時対応の有無 無

常勤 非常勤

 １　　名

山本　哲也 0568-77-1333 山本　哲也 0568-77-1333

受付　窓口 苦情　窓口
利　用　受　付 利　用　受　付

担　当　者 電話番号
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

管理者

月 火 水 木 金 土 日 祝日

○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

受付時間
9:00～
14:00

9:00～
12:00

その他休日

往診 訪問診療 （有の場合…○）

職種名

医師

在宅医療の有無

〒485-0029 小牧市中央一丁目２２３番地

（０５６８）７６－２５１９

居宅療養管理指導

『 　吉田医院　』

事業所情報

FAX番号 （０５６８）７３－７６３０

吉　田　　雄　一

同法人で行っている他の介護保険適用サービス

事業所内容

営業日

9:00～14:00
16:30～19:00

9:00～14:00
16:30～19:00

サービス
提供時間

相談による

認知症の受診相談の有無 無 （営業日…○、休業日…×）

緊急時対応の有無 無

常勤

電話番号 担　当　者 電話番号

非常勤

 ２　　名      ０　　名

居宅療養管理指導の利用に際しての注意事項

0568-76-2519 0568-76-2519

受付　窓口 苦情　窓口
利　用　受　付 利　用　受　付

担　当　者
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